
 

 
平成２１年４月３０日 

 

各   位 

 

会社名     三菱地所株式会社 

代表者名   取締役社長 木村 惠司 

コード番号 ８８０２ 

問合せ先   執行役員広報部長 清沢 光司 

（ＴＥＬ ０３－３２８７－５２００） 

 

 

上場廃止となった子会社に関わる決算開示について 

（藤和不動産株式会社分） 

 

 平成21年4月30日をもって完全子会社化した藤和不動産株式会社に関する平成21年3月期（平成20年4月1日～平成21年3

月31日）業績につき、添付の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

 

藤和不動産株式会社 平成21年3月期決算短信 

 

 

                                            以 上 



　　　　 平成 21年 3月期 決算短信 平成 21年 4月 30日

上  場  会  社  名 藤和不動産株式会社 上場取引所 東証一部

コード番号  8834 （URL　http://www.towa-fudosan.co.jp/）

代　　表　　者　(役職名)代表取締役社長　(氏名)八木橋　孝男

問合せ先責任者　(役職名)広報ＩＲ室長　　(氏名)大出　東洋 TEL (03) 3272 - 6345

定時株主総会開催予定日    平成 21年6月26日 配当支払開始予定日    平成-年-月-日

有価証券報告書提出予定日  平成 21年6月26日

(百万円未満切捨て)

１. 21年 3月期の連結業績（平成 20年 4月 1日 ～ 平成 21年 3月 31日）
(1)連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売    上    高 営  業  利  益 経  常  利  益 当 期 純 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年 3月期 111,428 △ 31.5 △ 22,577 ― △ 27,237 ― △ 38,438 ―

20年 3月期 162,750 13.2 12,789 △ 30.3 9,263 △ 42.7 5,636 △ 52.6

  
１ 株 当 た り
当期純利益

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

自 己 資 本
当期純利益率

総 資 産
経常利益率

売 上 高
営業利益率

円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

21年 3月期 △ 160.25 ― △ 137.3 △ 9.8 △ 20.3

20年 3月期 35.76 18.23 15.0 3.4 7.9

(参考)持分法投資損益　　21年3月期　228百万円　　20年3月期　231百万円　

(2)連結財政状態
総  資  産 純  資  産 自 己 資 本 比 率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円　　銭

21年 3月期 265,902 13,949 5.2 △ 36.11

20年 3月期 292,810 42,057 14.4 21.31

(参考) 自己資本　　21年3月期　13,949 百万円　20年3月期　42,057 百万円

(3)連結キャッシュ･フローの状況

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期　末　残　高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年 3月期 △ 29,166 5,369 △ 1,337 45,571

20年 3月期 △ 31,191 △ 466 46,614 70,705

２.配当の状況
１株当たり配当金 配当金 配当性向 純資産

第１四半期 第２四半期 第３四半期 期末 年間
総額

(年間)
(連結) 配当率

(連結)
円　銭 円　銭 円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

20年 3月期 － － － 3.00 3.00 461 8.4 △ 8.2

21年 3月期 － － － 0.00 0.00 － － －

22年3月期(予想) － － － － － －

(注)上記配当金は普通株式に関するものであります。優先株式の配当金につきましては、3ページをご覧下さい。※1

３. 22年3月期の連結業績予想（平成 21年 4月 1日  ～  平成 22年 3月 31日）

(％表示は、通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

　 売　　上　　高 営　業　利　益 経　常　利　益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 第2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ―

通　期 ― ― 　― ― ― ―

  当 期 純 利 益 １株当たり当期純利益
百万円 ％ 円　　銭

 第2四半期連結累計期間 ― ― ― ―

通　期 ― ― ― ―
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４.その他
(1)期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　　　　　無

(2)連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる
　重要な事項の変更に記載されるもの）
　① 会計基準等の改正に伴う変更　　　　有
　② ①以外の変更　　　　　　　　　　　有
　（注）詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。

(3)発行済株式数（普通株式）
　①期末発行済株式数（自己株式を含む）　　21年3月期　481,193,191株　　20年 3月期   153,993,791 株　
　②期末自己株式数　　　　　　　　　　　　21年3月期     202,952株 　20年 3月期       190,171 株 　
　(注)①1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。

　　　②優先株式の期末発行済株式数については、3ページをご覧下さい。※2

（参考）個別業績の概要
１. 21年 3月期の個別業績（平成20年 4月 1日 ～ 平成 21年 3月 31日）
(1)経営成績 (％表示は対前期増減率)

売　　上　　高 営　業　利　益 経　常　利　益 当 期 純 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年 3月期 100,612 △ 33.7 △ 21,671 ― △ 26,326 ― △ 38,749 ―

20年 3月期 151,660 12.6 12,172 △ 29.2 8,528 △ 42.5 5,973 △ 45.1

  
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

自 己 資 本
当期純利益率

総 資 産
経常利益率

売 上 高
営業利益率

円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

21年 3月期 △ 161.55 ― △ 137.4 △ 9.5 △ 21.5

20年 3月期 38.57 19.32 15.8 3.2 8.0

(2)個別財政状態
       総  資  産 純  資  産 自 己 資 本 比 率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円　　銭

21年 3月期 263,630 13,984 5.3 △ 36.04

20年 3月期 290,655 42,403 14.6 23.56

(参考) 自己資本　21年3月期　 13,984百万円　20年3月期　42,403 百万円
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※１. 「優先株式の配当状況」
１株当たり配当金

期末 年間

円　銭 円　銭

20年３月期 A種優先株式 ― ― ― 10.85 10.85

B種優先株式 ― ― ― 10.85 10.85

C種優先株式 ― ― ― 10.85 10.85

D種優先株式 ― ― ― 10.85 10.85

E種優先株式 ― ― ― 64.85 64.85

21年３月期 A種優先株式 ― ― 0.00 0.00

B種優先株式 ― ― 0.00 0.00

C種優先株式 ― ― 0.00 0.00

D種優先株式 ― ― 0.00 0.00

E種優先株式 ― ― 0.00 0.00

22年３月期（予想） A種優先株式 ― ― ― ― ―

B種優先株式 ― ― ― ― ―

C種優先株式 ― ― ― ― ―

D種優先株式 ― ― ― ― ―

E種優先株式 ― ― ― ― ―

※２. 「優先株式の期末発行済株式数」
21年３月期

優先株式 51,500,000
　A種優先株式 (8,333,000)
　B種優先株式 (8,333,000)
　C種優先株式 (16,667,000)
　D種優先株式 (16,667,000)
　E種優先株式 (1,500,000)

「１．21年3月期の連結業績」について

「１.21年３月期の連結業績」指標算式は以下の通りです。　　　　

○１株当たり当期純利益
当期純利益－優先株式配当額*1 △38,438百万円－32百万円

＝ ＝ △160円25銭
普通株式の期中平均株式数 240百万株

○１株当たり純資産

当期末純資産の部合計額－当期末発行済優先株式総発行価額－優先株式配当額*1

普通株式の当期末発行済株式数

　13,949百万円－31,285百万円－32百万円
＝ ＝ △36円11銭

480百万株

第１四半期 第２四半期 第３四半期

円　銭 円　銭 円　銭

(16,667,000)

20年３月期
62,390,000

(8,333,000)
(8,333,000)

※記載金額は百万円未満を、記載株式数は百万株未満を切り捨てて表示しております。

*1.累積型配当優先株式の当期に係る要支払額を含む。

(16,667,000)
(12,390,000)

―

―

―

―

―
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（参考）個別業績の概要の「１.21年３月期の個別業績」について

「１.21年３月期の個別業績」指標算式は以下の通りです。　　　　

○１株当たり当期純利益

当期純利益－優先株式配当額*1 △38,749百万円－32百万円
＝ ＝ △161円55銭

普通株式の期中平均株式数 240百万株

○１株当たり純資産
当期末純資産の部合計額－当期末発行済優先株式総発行価額－優先株式配当額*1

普通株式の当期末発行済株式数

　13,984百万円－31,285百万円－32百万円
＝ ＝ △36円04銭

480百万株

*1.累積型配当優先株式の当期に係る要支払額を含む。
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(1）経営成績に関する分析 

  

  ①当期の業績について 

当連結会計年度（平成20年4月1日～平成21年3月31日）のマンション事業を取り巻く環境は、用地取得費の高騰およ

び建築工事費の上昇により売上原価が増加している状況の中、世界的な金融市場の収縮と混乱による世界経済の悪化

が国内実体経済にも深刻な影響を与え、景気の先行き不安により顧客の買い控え傾向が顕著になるなど、極めて厳し

い事業環境となりました。その結果、当社におきましても主力のマンション分譲において、売上計上戸数が前期を下

回り、売上高が減少いたしました。 

また、用地取得費や建築工事費の原価上昇分を販売価格に転嫁できず営業利益が減少したことに加え、たな卸資産

の評価損の計上により売上原価に17,780百万円計上したことにより営業損失となりました。 

その他に特別損益として、持分法適用会社株式の売却益を投資有価証券売却益に5,363百万円計上したものの、取得

予定のマンション事業用地の解約に伴う損失を不動産売買契約解除損に4,991百万円計上いたしました。さらに繰延税

金資産の取崩しにより法人税等調整額を9,608百万円計上した結果、当期純損失が増加いたしました。 

当連結会計年度の業績は売上高111,428百万円（前期比31.5％減）、営業損失22,577百万円、経常損失27,237百万

円、当期純損失38,438百万円となりました。 

  

事業種類別セグメントごとの業績は以下のとおりです。 

  

  

 ＜不動産販売事業＞ 

当セグメントの主力であるマンション分譲の当連結会計年度における売上計上戸数は2,978戸（前期比1,245戸減）

となりました。景気の先行き不安などから顧客の買い控え傾向が顕著となり、マンション販売にかかる期間が長期化

した結果、売上計上戸数が大幅に減少いたしました。また、現状のマンション市況において用地取得費、建築工事費

等の原価の上昇分を販売価格に転嫁することが困難な状況にあり、営業利益が減少したことに加え、一部物件につい

ては、たな卸資産の評価損の計上に伴う影響額として売上原価に12,650百万円計上した結果、当連結会計年度におい

ては営業損失となりました。  

その結果、当セグメントの業績は、売上高101,063百万円（前期比32.8％減）、営業損失23,020百万円となりまし

た。 

なお、当連結会計年度のマンション未契約完成在庫は810戸（前期比479戸増）となりました。 

  

＜仲介事業＞ 

当セグメントの業績は、世界的な金融収縮に伴い不動産に対する新規融資が困難な環境にある影響により法人仲介

が大幅に減少したことに加え、景気の先行き不安からリテール仲介も減少したことにより、売上高が前期比で減少

し、営業損失となりました。その結果、当セグメントの業績は売上高3,679百万円（前期比27.6％減）、営業損失3百

万円となりました。 

  

＜その他事業＞ 

当セグメントにおきましては、別荘事業の請負工事減少等により、売上高6,824百万円（前期比9.1％減）、営業利

益508百万円となりました。 

  

１．経営成績

区分  
平成20年3月期  平成21年3月期  増減  

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 

不動産販売事業 150,405 11,343 101,063 △23,020 △49,341 △34,363

仲介事業 5,081 887 3,679 △3 △1,401 △891

その他事業 7,511 580 6,824 508 △687  △71

消去又は全社 △247 △22 △139 △61 107 △39

合計 162,750 12,789 111,428 △22,577 △51,321 △35,366
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(2）財政状態に関する分析   

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産の増加により29,166百万円のネット支払額となりま

した。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の売却により5,369百万円のネット収入額となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や社債の償還による支払、株式の発行による収入等により

1,337百万円のネット支払額となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物は期首から25,133百万円減少し、45,571百万円となりました。 

  

 なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

（注）自己資本比率            ： （自己資本）÷（総資産） 

時価ベースの自己資本比率      ： （株式時価総額）÷（総資産） 

債務償還年数            ： （有利子負債）÷（営業キャッシュ・フロー） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ： （営業キャッシュ・フロー）÷（利払い） 

１． 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２． 「株式時価総額」は、（期末株価終値）×（期末発行済株式数）により算出しております。 

３． 「営業キャッシュ・フロー」は連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。「有利子負債」は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全て

の負債を対象としております。また、「利払い」については、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の

支払額」を使用しております。 

４． 「債務償還年数」および「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については、営業キャッシュ・フローが

マイナスの場合は、記載しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

項目 

前連結会計年度 

自：平成19年4月 1日

至：平成20年3月31日

当連結会計年度： 

自：平成20年4月 1日

至：平成21年3月31日 

自己資本率（％） 14.4 5.2

時価ベースの自己資本比率（％） 6.3 8.1

債務償還年数（年）  ― ―

インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍）  ― ―
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当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社および連結子会社３社によって構成されており、不動産販売

事業、仲介事業、その他事業を営んでおります。 

なお、持分法適用関連会社でありました三菱地所藤和コミュニティ株式会社は、平成20年12月に当社保有の全株式

を両社の親会社である三菱地所株式会社へ売却したため、持分法適用の範囲から除外しました。  

また、三菱地所株式会社と当社は平成21年２月５日開催の各々の取締役会決議に基づき株式交換契約を締結いたし

ましたが、平成21年４月30日の効力発生をもって当社は三菱地所株式会社の完全子会社となりました。 

当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりです。 

  

〔不動産販売事業〕 

当社は、マンション分譲を主力に首都圏・中京圏・近畿圏・広島圏において不動産販売事業を行っております。

また、子会社エフ・ティー都市開発株式会社は、新たな事業展開の検討を行っております。 

〔仲介事業〕 

仲介事業は、首都圏・中京圏・近畿圏では子会社藤和不動産流通サービス株式会社が行い、広島圏においては当

社が行っております。 

なお、平成21年４月１日付にて当社の広島圏での仲介部門を藤和不動産流通サービスに移管し、今後は広島圏の

仲介事業についても藤和不動産流通サービスが行ってまいります。 

〔その他事業〕 

リゾート事業は、子会社藤和那須リゾート株式会社が遊園地および別荘地の管理・運営を行っております。 

また、藤和不動産流通サービス株式会社は、不動産に関するプロパティマネジメント事業、不動産コンサルティ

ング事業を行っております。 

  

（事業系統図） 

  

  

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「培われた知恵と豊かな創造力をもとに、人と自然の明日を見つめ、お客さまの求めるものをともに喜

びをもって提供し続ける」という企業理念の下、お客さまへの良質なマンションの供給を通じて快適な住環境を提

案し、「住」を核とする都市再生・環境創造を積極的に進めることで、社会に貢献する企業を目指してまいりま

す。また、平成１７年１０月にはコーポレートステートメントを「すべては、お客さまの笑顔のために。」と定

め、お客さまにやすらぎや憩いを感じていただける、親しみやすいマンションづくりに取り組んでおります。 

 しかしながら、昨年秋以降の金融市場の混乱と信用収縮、これに伴う景気の悪化による当社の事業資金の調達環

境および財務基盤の悪化により、本年２月２０日に三菱地所株式会社（以下、三菱地所）を引受先とする新株発行

を行い約１８９億円の調達を行い、財務基盤の強化を図りました。更には、今後も当面続くであろうこの厳しい事

業環境を踏まえて、当社と三菱地所との戦略的な一体性と機動性をこれまで以上に高めることにより、事業体制を

再構築していく必要性があるとの認識に至り、本年４月３０日を効力発生日とする株式交換により三菱地所の完全

子会社となることと致しました。 

 今後、当社の信用力が強化されるとともに、マンション分譲事業および不動産仲介事業により一層注力することに

より、安定した事業展開が可能となり、当社および関係会社の企業価値の向上を図ってまいります。  

  

  (2）目標とする経営指標 

新中期経営計画において、収益性並びに健全性に関する経営指標として、ＥＢＩＴＤＡ、ネットＤ／Ｅレシオ、
自己資本比率の３つの指標を採用し、平成２３年３月期の目標値を以下のとおり定めております。 

・ ＥＢＩＴＤＡ：１８，５００百万円 
・ ネットＤ／Ｅレシオ：３１４％ 
・ 自己資本比率：１７．０％ 

  
(3)中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

  

新中期経営計画(平成２０年４月～平成２３年３月)における経営戦略 

当社グループでは、平成２０年２月に「新中期経営計画～ＳＴＡＲＴ ＮＥＸＴ ５０」を策定し、当社が４０

年以上に亘り継続している製販一体体制を更に強化し、地域ごとに、マンションごとに、お客さま目線でのマンシ

ョンづくりを追求しております。  
しかしながら、昨今の金融市場の混乱と信用収縮、これに伴う景気の悪化により、不動産業界及び金融市場を取

り巻く環境は急激に厳しさが増しました。 
 マンション分譲市場においては、本年１月以降、販売センターへの来場者の増加や用地費および建築工事費に低

下傾向が見られるなど、一部事業環境の改善の兆しも見られますが、国内外の金融情勢、景気・経済情勢などの外

部環境は当面厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況の中で、当社は本年４月３０日の株式交換効力発生をもって三菱地所の完全子会社となりまし

た。今後は三菱地所との戦略的一体性、機動性をこれまで以上に高め、コア事業であるマンション事業を安定して

発展、成長させ、企業価値の向上に努めて参ります。 

  

    なお、今後の業務運営に関する基本方針等は以下のとおりです。 

  
ⅰ）マンション分譲事業 

  ～当社グループおよび三菱地所グループによるマンション分譲業界におけるトップグループの地位を確立するとと

もにマンション事業の収益力強化を図ります。～ 

① 新マンションブランド「ＢＥＬＩＳＴＡ」の浸透を通じて、商品の認知度と理解度を高めるとともに、「Ｂ

ＥＬＩＳＴＡ」ファンの拡大、お客さま満足度の向上を図り、市場における優位性を確立してまいります。

② 都心～郊外のエリアバランスの確保を基本とし、準都心、近郊エリアを中心に短期、中期的な事業期間での

回転を重視したプロジェクトへの取り組みに重点を置いてまいります。 

③ 商品企画力の向上、コスト競争力の強化を図るべく三菱地所との協働を進めてまいります。 
  

ⅱ）不動産仲介事業、プロパティマネジメント事業 

  ～リテール部門の強化・拡大に向けた基盤整備を進めるとともに、藤和不動産流通サービスと三菱地所リアルエス

テートサービスの連携強化を図ります。～ 

① 不動産仲介事業は、グループの情報力を活かし法人仲介、マンションの買い替え、賃貸仲介等各事業分野に

幅広く取り組んでおります。リテール部門については、量的な拡大に向け、社内基盤の整備を図ってまいり

ます。 

② プロパティマネジメント事業は住宅系を主体に、賃貸管理戸数の維持・拡大によるスケールメリットを 

追及すると共に、取扱単価・料率の向上に向けた取り組みを強化してまいります。 
  

ⅲ）新規事業（宅地造成事業・賃貸住宅開発事業） 

～マンション事業に次ぐ収益の柱とすべく、住宅関連領域を中心とした新規事業分野に取り組んでまいります。～

① マンションとの複合開発や単独開発による宅地造成事業の検討を行い、事業メニューの拡大を目指します。

② 賃貸住宅の開発は、今後の経済情勢および賃貸住宅市場の動向等を慎重に検証のうえ、具体的な案件の検討

を行ってまいります。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 70,708 45,574

受取手形及び営業未収入金 899 733

販売用不動産 167,214 56,195

仕掛販売用不動産 － 117,427

開発用不動産 － 638

その他のたな卸資産 86 89

繰延税金資産 7,076 506

その他 5,516 5,506

貸倒引当金 △37 △5

流動資産合計 251,464 226,666

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物   

建物及び構築物（純額） 4,889 5,273

機械装置及び運搬具   

機械装置及び運搬具（純額） 367 308

工具、器具及び備品   

工具、器具及び備品（純額） 340 260

土地 27,993 28,468

建設仮勘定 11 118

その他   

その他（純額） － 3

有形固定資産合計 33,602 34,432

無形固定資産   

借地権 32 32

その他 99 195

無形固定資産合計 131 228

投資その他の資産   

投資有価証券 905 115

長期貸付金 126 112

破産更生債権等 139 231

差入保証金 3,794 3,689

繰延税金資産 3,029 －

その他 232 1,787

貸倒引当金 △616 △1,359

投資その他の資産合計 7,611 4,576

固定資産合計 41,346 39,236

資産合計 292,810 265,902
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 39,238 34,764

短期借入金 42,281 86,523

1年内償還予定の社債 10,000 －

コマーシャル・ペーパー 10,000 10,000

未払法人税等 242 87

未払消費税等 369 －

前受金 1,671 20,877

預り金 10,347 7,464

賞与引当金 641 523

その他 2,970 4,091

流動負債合計 117,762 164,331

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 109,916 64,371

預り保証金 1,438 1,503

退職給付引当金 1,449 1,439

役員退職慰労引当金 178 228

負ののれん 5 2

その他 1 76

固定負債合計 132,991 87,622

負債合計 250,753 251,953

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,641 27,107

資本剰余金 9,769 14,515

利益剰余金 14,679 △27,623

自己株式 △46 △45

株主資本合計 42,043 13,953

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14 △4

評価・換算差額等合計 14 △4

純資産合計 42,057 13,949

負債純資産合計 292,810 265,902
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収入 162,750 111,428

営業原価 125,599 110,677

売上総利益 37,150 751

販売費及び一般管理費 24,360 23,328

営業利益又は営業損失（△） 12,789 △22,577

営業外収益   

受取利息 70 48

受取配当金 2 1

負ののれん償却額 112 2

持分法による投資利益 231 228

雑収入 119 90

営業外収益合計 536 371

営業外費用   

支払利息 3,650 3,768

コマーシャル・ペーパー利息 13 167

シンジケートローン関連費用 28 629

雑損失 369 466

営業外費用合計 4,062 5,031

経常利益又は経常損失（△） 9,263 △27,237

特別利益   

前期損益修正益 245 0

投資有価証券売却益 － 5,363

事務所移転補償金 285 －

その他の特別利益 20 8

特別利益合計 550 5,373

特別損失   

前期損益修正損 0 79

投資有価証券評価損 － 7

固定資産除却損 59 20

貸倒引当金繰入額 6 －

たな卸資産評価損 2,595 1,747

不動産売買契約解除損 － 4,991

過年度役員退職慰労引当金繰入額 144 61

減損損失 814 －

会計処理変更に伴う過年度販売直接費 2,619 －

その他の特別損失 99 31

特別損失合計 6,339 6,939

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

3,473 △28,804

法人税、住民税及び事業税 208 25

法人税等調整額 △2,371 9,608

法人税等合計 △2,162 9,634

当期純利益又は当期純損失（△） 5,636 △38,438
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,641 17,641

当期変動額   

新株の発行 4,999 9,465

当期変動額合計 4,999 9,465

当期末残高 17,641 27,107

資本剰余金   

前期末残高 9,501 9,769

当期変動額   

新株の発行 4,999 9,465

自己株式の処分 △0 △1

自己株式の消却 △4,731 △4,718

当期変動額合計 267 4,746

当期末残高 9,769 14,515

利益剰余金   

前期末残高 11,019 14,679

当期変動額   

剰余金の配当 △1,976 △1,807

当期純利益又は当期純損失（△） 5,636 △38,438

自己株式の処分 － △1

自己株式の消却 － △2,055

当期変動額合計 3,659 △42,302

当期末残高 14,679 △27,623

自己株式   

前期末残高 △40 △46

当期変動額   

自己株式の取得 △4,740 △6,776

自己株式の処分 2 3

自己株式の消却 4,731 6,774

当期変動額合計 △6 1

当期末残高 △46 △45

株主資本合計   

前期末残高 33,121 42,043

当期変動額   

新株の発行 9,999 18,931

剰余金の配当 △1,976 △1,807

当期純利益又は当期純損失（△） 5,636 △38,438

自己株式の取得 △4,740 △6,776

自己株式の処分 1 1

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 8,921 △28,089

当期末残高 42,043 13,953
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 57 14

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43 △19

当期変動額合計 △43 △19

当期末残高 14 △4

評価・換算差額等合計   

前期末残高 57 14

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43 △19

当期変動額合計 △43 △19

当期末残高 14 △4

純資産合計   

前期末残高 33,179 42,057

当期変動額   

新株の発行 9,999 18,931

剰余金の配当 △1,976 △1,807

当期純利益又は当期純損失（△） 5,636 △38,438

自己株式の取得 △4,740 △6,776

自己株式の処分 1 1

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43 △19

当期変動額合計 8,877 △28,108

当期末残高 42,057 13,949
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

3,473 △28,804

減価償却費 459 474

株式交付費 117 350

減損損失 814 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △641 711

退職給付引当金の増減額（△は減少） △147 △10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 178 49

受取利息及び受取配当金 △73 △49

支払利息 3,664 3,935

投資有価証券売却損益（△は益） － △5,363

投資有価証券評価損益（△は益） － 7

固定資産除却損 51 20

固定資産売却損益（△は益） △5 △0

前期損益修正損益（△は益） △232 64

不動産売買契約解除損 － 4,991

たな卸資産評価損 2,595 1,747

会計処理変更に伴う過年度販売直接費 2,619 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 31 △118

持分法による投資損益（△は益） △231 △228

売上債権の増減額（△は増加） △213 166

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,428 △13,811

仕入債務の増減額（△は減少） 1,840 △4,473

前受金の増減額（△は減少） △17,319 19,206

預り金の増減額（△は減少） 5,809 △2,883

営業立替金の増減額（△は増加） △1,027 1,655

差入保証金の増減額（△は増加） 208 105

預り保証金の増減額（△は減少） △501 64

その他 5,498 △2,899

小計 △27,459 △25,088

利息及び配当金の受取額 73 49

利息の支払額 △3,612 △3,974

法人税等の支払額 △193 △152

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,191 △29,166
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △377 △864

有形及び無形固定資産の売却による収入 28 0

投資有価証券の売却による収入 － 6,350

貸付けによる支出 △43 △52

貸付金の回収による収入 61 65

その他 △134 △130

投資活動によるキャッシュ・フロー △466 5,369

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △368 4,451

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 10,000 －

長期借入れによる収入 81,176 59,298

長期借入金の返済による支出 △67,360 △65,052

自己株式の取得による支出 △4,740 △6,776

社債の発行による収入 20,000 －

社債の償還による支出 － △10,000

株式の発行による収入 9,882 18,580

配当金の支払額 △1,976 △1,807

その他 1 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー 46,614 △1,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,956 △25,133

現金及び現金同等物の期首残高 55,749 70,705

現金及び現金同等物の期末残高 70,705 45,571
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数３社 (1）連結子会社の数３社 

  連結子会社でありました藤和住販㈱

は、平成19年7月31日に解散決議を行

い、平成20年2月25日付にて清算結了

しております。 

  (2）非連結子会社の数 

なし 

(2）非連結子会社の数 

なし 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用会社の数１社 

  

主要な持分法適用会社 

三菱地所藤和コミュニティ㈱ 

(1）持分法適用会社の数 

         なし 

持分法適用関連会社でありました三

菱地所藤和コミュニティ㈱は、当社

保有全株式を売却したため持分法適

用の範囲から除外しました。 

  (2）持分法非適用会社の数 

なし 

(2）持分法非適用会社の数 

なし 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社藤和那須リゾート㈱の決算日

は12月31日であり、連結財務諸表の作成

にあたっては、同決算日現在の財務諸表

を使用しております。ただし、連結決算

日との間に生じた重要な取引については

連結上必要な調整を行っております。ま

た、連結子会社エフ・ティー都市開発㈱

の決算日は12月31日でありますが、連結

財務諸表の作成にあたっては３月31日の

仮決算に基づく財務諸表を使用しており

ます。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

…償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

(1）有価証券 

同左 

  時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

  

  (2）デリバティブ 

時価法 

―――――― 
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前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (3）たな卸資産 

① 販売用不動産 

個別法による原価法 

(3）たな卸資産 

① 販売用不動産 

  仕掛販売用不動産 

  開発用不動産 

個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定） 

  

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第9号 平成18年7月5日公表

分）を適用しております。なお、期

首在庫に含まれる変更差額1,747百

万円は特別損失に計上しておりま

す。 

これにより、従来の方法によっ

た場合に比べ、売上総利益、営業利

益、経常利益はそれぞれ12,650百万

円減少し、税金等調整前当期純利益

は、14,398百万円減少しておりま

す。 

なお、セグメント情報に与える

影響は当該箇所に記載しておりま

す。  

  

  

  ② その他のたな卸資産 

個別法による原価法または 終仕

入原価法 

② その他のたな卸資産 

個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）または

終仕入原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産の減価償却の方法は定率

法、賃貸用ビルおよび施設のサービスを

提供する目的で保有する固定資産につい

ては定額法を採用しております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）については定

額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

有形固定資産（リース資産を除く）の減

価償却の方法は定率法、賃貸用ビルおよ

び施設のサービスを提供する目的で保有

する固定資産については定額法を採用し

ております。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

  建物及び構築物 ２年～50年

機械装置及び運搬具 ２年～20年

建物及び構築物 ２年～50年

機械装置及び運搬具 ２年～40年
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前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  （会計方針の変更） 

 当社および国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度より、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響額は軽微

であります。 

―――――― 

  

  （追加情報） 

 当社および国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に

取得した有形固定資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により、取得価額の5％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の5％相当額と備忘価額との差額を5

年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

 これによる損益に与える影響額は軽微

であります。 

―――――― 

  

  無形固定資産の償却方法は定額法を採用

しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。 

無形固定資産（リース資産を除く）の償

却方法は定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。 

    

  

リース資産の償却方法は、所有権移転フ

ァイナンス・リース取引に係るリース資

産は自己所有の固定資産に適用する減価

償却方法と同一の方法を採用しておりま

す。所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産はリース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が平成20年

3月31日以前のリース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

  

(3）繰延資産の処理方法 (1）社債発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

―――――― 

  (2）株式交付費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(2）株式交付費 

同左 
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前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(4）重要な引当金の計上基

準 

(1）貸倒引当金 

売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額のうち当

連結会計年度負担分を計上しており

ます。 

同左 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務および年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理し

ております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により費

用計上しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

同左 

  (4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左  
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前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

―――――― 

(6）その他の連結財務諸表

作成のための重要な事

項 

(1）消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。また 

控除対象外消費税等は一般管理費

（租税公課・交際費）ならびに投資

その他の資産のその他（繰延消費税

等）に計上し、繰延消費税等につい

ては法人税法に定める期間により償

却しております。 

(1）消費税等の会計処理方法 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産および負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間の定額法により償却を行って

おります。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金および容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（マンション分譲事業に係る企画販売直接人件費及び事務

関連費用の計上方法） 

 マンション分譲事業に係る企画販売直接人件費及び事務

関連費用の計上方法につきましては、従来、収益との対応

の観点から物件の売上を計上した期に一括費用計上する方

法によっておりましたが、当連結会計年度より発生した期

に計上する方法に変更いたしました。 

 この変更は平成20年1月に当社が三菱地所株式会社の子

会社となり、親子会社間の会計処理の統一を目的とした変

更であり、下半期より適用しております。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場合に比

べ、販売費及び一般管理費は934百万円増加し、営業利

益、経常利益は934百万円減少し、税金等調整前当期純利

益は3,554百万円減少しております。 

 なお、上記会計処理の変更は下半期からの適用であり、

当中間連結会計期間は従来の方法によっております。従っ

て当中間連結会計期間は、仮に変更後の方法によった場合

に比べ、販売費及び一般管理費は1,018百万円少なく、営

業利益、経常利益は1,018百万円、税金等調整前中間純利

益は4,776百万円それぞれ多く計上されております。ま

た、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載してお

ります。 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））および

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用してお

ります。 

これにより、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微

であります。 

  

（役員退職慰労引当金の計上） 

 当社及び連結子会社1社の役員退職慰労金は、従来、支

出時の費用として処理しておりましたが、当連結会計年度

より「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又

は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取

扱い」（日本公認会計士協会 平成19年4月13日 監査・保

証実務委員会報告第42号）を適用し、当連結会計年度末要

支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更し

ております。 

 なお、期首に計上すべき過年度相当額144百万円につい

ては、特別損失に計上しております。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場合に比

べ、販売費及び一般管理費は34百万円増加し、営業利益、

経常利益は34百万円減少し、税金等調整前当期純利益は

178百万円減少しております。 

 なお、上記会計処理の変更は、下半期より適用しており

ます。これは、当下半期において、当社は役員退職慰労金

支給内規の見直しを行い、連結子会社１社が役員退職慰労

金支給内規を新設し、当該内規に基づく支給が将来にわた

って存続すると認められる状況にある事に基づくものであ

り、当中間連結会計期間は従来の方法によっております。

従って当中間連結会計期間は、変更後の方法によった場合

に比べ、経常利益は17百万円、税金等調整前中間純利益は

161百万円それぞれ多く計上されております。また、セグ

メント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
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表示方法の変更

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表関係）  ────── 「財務諸表の用語、様式及び作成方法に

関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年8月7日 内閣府令第50

号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において「販売用不動産」として

掲記されていたものは、当連結会計年度

から「販売用不動産」「仕掛販売用不動

産」「開発用不動産」に区分掲記してお

ります。なお、前連結会計年度の「販売

用不動産」に含まれる「販売用不動産」

「仕掛販売用不動産」「開発用不動産」

は、それぞれ16,494百万円、150,040百万

円、679百万円であります。 

  

（連結キャッシュ・フロー計

算書関係） 

財務活動によるキャッシュ・フローの

「自己株式の取得による支出」は、前連

結会計年度は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増した

ため区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含

まれている「自己株式の取得による支

出」は△11百万円であります。 

―――――― 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

項目 
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

１．有形固定資産の減価償却

累計額 

    百万円

    12,081

    百万円

     12,071

２．非連結子会社および関連

会社株式 

    百万円

  投資有価証券（株式） 754

    百万円

  投資有価証券（株式）  －

３．短期借入金、長期借入金

に対する担保資産 

    百万円

  販売用不動産 93,501

          

        

  建物及び構築物 3,063

  機械装置及び運搬具 1

  土地 27,923

  借地権 27

  投資有価証券 94

  計 124,611

    百万円

  販売用不動産 2,314

  仕掛販売用不動産 67,975

  開発用不動産 583

  建物及び構築物 2,909

  機械装置及び運搬具 0

  土地 28,398

  借地権 27

  投資有価証券    －

  計 102,209

４．担保付借入金     百万円

  短期借入金 37,797

  長期借入金 104,831

  計 142,629

    百万円

  短期借入金 58,775

  長期借入金 59,371

  計 118,146

５．保証債務     百万円     百万円

(1）ゴルフローンの連帯保
証債務     243     180

(2）提携つなぎローンの連
帯保証債務     204     41

(3）顧客住宅ローンの連帯
保証債務     177     131

(4）提携ローン登記終了ま
での連帯保証債務     34,595     48,283

(5）借入金の保証債務 

    －

 大京町住宅マンション建

替組合 
416

    計 35,222   計 49,053
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（連結損益計算書関係）

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．営業原価に含まれるたな

卸資産の収益性低下によ

る簿価切下額  

 ――――――   百万円

  17,780

２．販売費及び一般管理費の

主要な費目  

販売費及び一般管理費の主要な費目は次

のとおりであります。 

販売費及び一般管理費の主要な費目は次

のとおりであります。 

  

    貸倒引当金繰入額        0 

(1）販売費 百万円

広告宣伝費 7,777

給与手当 5,920

事務用消耗品費 1,933

賞与引当金繰入額 416

退職給付費用 500

(1）販売費 百万円

広告宣伝費 7,173

給与手当     5,153

事務用消耗品費 2.290

賞与引当金繰入額 574

退職給付費用 483

貸倒引当金繰入額 50

  (2）一般管理費 百万円

給与手当 696

事務用消耗品費 557

租税公課 689

賞与引当金繰入額 86

退職給付費用 271

 

(2）一般管理費 百万円

給与手当 722

事務用消耗品費 527

租税公課 671

賞与引当金繰入額 83

退職給付費用 210

役員退職慰労引当金繰

入額 

33

３．固定資産除却損の内訳 

  

  百万円

建物除却損 27

機械装置除却損 17

構築物除却損 10

器具備品除却損 3

その他 0

計 59

  百万円

建物除却損 5

機械装置除却損 5

構築物除却損 0

器具備品除却損 8

その他 －

計 20

４．減損損失の内訳 

  

当連結会計年度において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失

を計上いたしました。 

―――――― 

  

  場所 主な用途 種類

栃木県 
那須郡 

レジャー施設
（１件） 

土地
建物・構築物等

  

  当社は、他の資産または資産グループの

キャッシュ・フローから概ね独立したキ

ャッシュ・フローを生み出す 小単位に

拠って資産のグループ化を行いました。

なお、本社ビル等は共用資産としており

ます。 

  当連結会計年度において策定した新中期

経営計画の1つである、那須事業の分離に

向けて、評価の見直しを行なったことに

より、減損損失814百万円を特別損失に計

上いたしました。その内訳は、土地488百

万円、建物・構築物268百万円、その他57

百万円であります。 

なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しております。 
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（変動事由の概要） 
普通株式の発行済株式総数の増加42,735,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 
Ｅ種優先株式の発行済株式総数の減少7,610,000株は、平成19年6月21日開催の取締役会決議に基づき、平
成19年8月1日に取得し消却したことによるものであります。 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 
普通株式の自己株式の株式数の増加24,139株は、単元未満株式の買取によるものであります。 
普通株式の自己株式の株式数の減少8,968株は、単元未満株式の売渡によるものであります。 
Ｅ種優先株式の自己株式の株式数の増加および減少は、平成19年6月21日開催の取締役会決議に基づき、平
成19年8月1日に取得し消却したことによるものであります。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

普通株式  111,258,791  42,735,000 ─  153,993,791

Ａ種優先株式  8,333,000 ─ ─  8,333,000

Ｂ種優先株式  8,333,000 ─ ─  8,333,000

Ｃ種優先株式  16,667,000 ─ ─  16,667,000

Ｄ種優先株式  16,667,000 ─ ─  16,667,000

Ｅ種優先株式  20,000,000 ─  7,610,000  12,390,000

合計  181,258,791  42,735,000  7,610,000  216,383,791

株式の種類 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

普通株式  175,000  24,139  8,968  190,171

Ｅ種優先株式 ─  7,610,000  7,610,000 ─ 

合計  175,000  7,634,139  7,618,968  190,171

決議 株式の種類 配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成19年6月28日 
定時株主総会 

普通株式  333  3.00 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

平成19年6月28日 
定時株主総会 

Ａ種優先株式  67  8.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

平成19年6月28日 
定時株主総会 

Ｂ種優先株式  67  8.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

平成19年6月28日 
定時株主総会 

Ｃ種優先株式  134  8.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

平成19年6月28日 
定時株主総会 

Ｄ種優先株式  134  8.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

平成19年6月28日 
定時株主総会 

Ｅ種優先株式  1,241  62.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

計    1,976          

決議 株式の種類 配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 １株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年6月27日 
定時株主総会 

普通株式  461 利益剰余金  3.00 平成20年3月31日 平成20年6月30日

平成20年6月27日 
定時株主総会 

Ａ種優先株式  90 利益剰余金  10.85 平成20年3月31日 平成20年6月30日

平成20年6月27日 
定時株主総会 

Ｂ種優先株式  90 利益剰余金  10.85 平成20年3月31日 平成20年6月30日

平成20年6月27日 
定時株主総会 

Ｃ種優先株式  180 利益剰余金  10.85 平成20年3月31日 平成20年6月30日

平成20年6月27日 
定時株主総会 

Ｄ種優先株式  180 利益剰余金  10.85 平成20年3月31日 平成20年6月30日

平成20年6月27日 
定時株主総会 

Ｅ種優先株式  803 利益剰余金  64.85 平成20年3月31日 平成20年6月30日

計    1,807            
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（変動事由の概要） 
普通株式の発行済株式総数の増加327,199,400株は、第三者割当による新株発行による増加270,000,000
株、Ａ種優先株式の転換による増加51,939,127株およびＢ種優先株式の転換による増加5,260,273株であり
ます。 
Ａ種優先株式の発行済株式総数の増加3,730,000株は、第三者割当による新株発行による増加であります。
減少3,730,000株は、消却による減少であります。 
Ｂ種優先株式の発行済株式総数の増加1,280,000株は、第三者割当による新株発行による増加であります。
減少1,280,000株は消却による減少であります。 
Ｅ種優先株式の発行済株式総数の減少10,890,000株は、消却による減少であります。  
  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 
普通株式の自己株式の株式数の増加27,441株は、単元未満株式の買取によるものであります。減少14,660
株は、単元未満株式の売渡によるものであります。 
Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加3,980,000株は、転換請求による取得による増加であります。減少
3,730,000株は、消却による減少であります。 
Ｂ種優先株式の自己株式の株式数の増加1,280,000株は、転換請求による取得による増加であります。減少
1,280,000株は、消却による減少であります。  
Ｅ種優先株式の自己株式の株式数の増加10,890,000株および減少10,890,000株は、平成20年6月19日開催の
取締役会決議に基づく買入消却によるものであります。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はございません。  

  

株式の種類 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

普通株式  153,993,791  327,199,400  －  481,193,191

Ａ種優先株式  8,333,000  3,730,000  3,730,000  8,333,000

Ｂ種優先株式  8,333,000  1,280,000  1,280,000  8,333,000

Ｃ種優先株式  16,667,000  －  －  16,667,000

Ｄ種優先株式  16,667,000  －  －  16,667,000

Ｅ種優先株式  12,390,000  －  10,890,000  1,500,000

合計  216,383,791  332,209,400  15,900,000  532,693,191

株式の種類 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

普通株式  190,171  27,441  14,660  202,952

Ａ種優先株式    －  3,980,000  3,730,000  250,000

Ｂ種優先株式    －  1,280,000  1,280,000  －

Ｅ種優先株式    －  10,890,000  10,890,000  －

合計  190,171  16,177,441  15,914,660  452,952

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成20年6月27日 
定時株主総会 

普通株式  461  3.00 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

平成20年6月27日 
定時株主総会 

Ａ種優先株式  90  10.85 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

平成20年6月27日 
定時株主総会 

Ｂ種優先株式  90  10.85 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

平成20年6月27日 
定時株主総会 

Ｃ種優先株式  180  10.85 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

平成20年6月27日 
定時株主総会 

Ｄ種優先株式  180  10.85 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

平成20年6月27日 
定時株主総会 

Ｅ種優先株式  803  64.85 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

計    1,807          
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の期

末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の

金額との関係 

  百万円

（平成20年３月31日現在）   

現金及び預金勘定 70,708

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等 
△3

現金及び現金同等物 70,705

  百万円

（平成21年３月31日現在）   

現金及び預金勘定 45,574

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等 
△2

現金及び現金同等物 45,571

（税効果会計関係）

項目 
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

(1）繰延税金資産及び繰延税

金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産     

たな卸資産評価損 5,942百万円

固定資産評価損 3,221百万円

減損損失 10,401百万円

貸倒引当金 258百万円

賞与引当金 261百万円

退職給付引当金 561百万円

税務上の繰越欠損金 2,902百万円

その他 764百万円

繰延税金資産小計 24,314百万円

評価性引当額 △14,198百万円

繰延税金資産合計 10,115百万円

繰延税金負債       

その他有価証券評価差
額金 

△9百万円

繰延税金負債合計 △9百万円

繰延税金資産の純額 10,106百万円

繰延税金資産     

たな卸資産評価損 11,805百万円

固定資産評価損 3,221百万円

減損損失 13,317百万円

貸倒引当金 541百万円

賞与引当金 212百万円

退職給付引当金 585百万円

税務上の繰越欠損金 12,677百万円

その他 718百万円

繰延税金資産小計 43,080百万円

評価性引当額 △42,573百万円

繰延税金資産合計 506百万円

繰延税金負債       

その他有価証券評価差
額金 -  百万円

繰延税金負債合計  -  百万円

繰延税金資産の純額   506百万円

  （注）当連結会計年度における繰延税金

資産の純額は、連結貸借対照表の

以下の項目に含まれております。 

（注）当連結会計年度における繰延税金

資産の純額は、連結貸借対照表の

以下の項目に含まれております。 

  流動資産―繰延税金資産 7,076百万円

固定資産―繰延税金資産 3,029百万円

流動資産―繰延税金資産 506百万円

固定資産―繰延税金資産   -  百万円

(2）法定実効税率と税効果会

計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異

があるときの、当該差異

の原因となった主要な項

目別の内訳 

  

国内の法定実効税率 40.69％

（調整）     

交際費等永久に損金に算入
されない項目 1.03％

住民税均等割 0.86％

評価性引当額 △100.60％

持分法投資損益 △2.71％

その他 △1.52％

税効果会計適用後の法人税等
の負担率 

△62.25％

 当期純損失を計上しているため記載して

おりません。 
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は事業内容を勘案して、分類しております。 

２．各事業区分の主な内容 

不動産販売……………中高層住宅および宅地等の分譲 

仲   介……………不動産の売買仲介および賃貸斡旋 

そ の 他……………オフィスビル等の賃貸およびレジャー施設の運営等 

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は72,098百万円であり、

主に連結財務諸表提出会社の現金・預金および投資有価証券であります。 

５．マンション分譲事業に係る企画販売直接人件費及び事務関連費用の計上方法 

 マンション分譲事業に係る企画販売直接人件費及び事務関連費用の計上方法につきましては、従来、収益

との対応の観点から物件の売上を計上した期に一括費用計上する方法によっておりましたが、当連結会計年

度より発生した期に計上する方法に変更いたしました。 

 この変更は平成20年1月に当社が三菱地所株式会社の子会社となり、親子会社間の会計処理の統一を目的

とした変更であり、下半期より適用しております。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、不動産販売事業における営業費用は934百万円

増加し、営業利益は934百万円減少しております。 

 なお、上記会計処理の変更は下半期からの適用であり、当中間連結会計期間は従来の方法によっておりま

す。従って当中間連結会計期間は、仮に変更後の方法によった場合に比べ、不動産販売事業における営業費

用は1,018百万円少なく、営業利益は1,018百万円多く計上されております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
不動産販売
事業 
（百万円） 

仲介事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  150,405  4,900  7,445  162,750  ―  162,750

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 ―  181  66  247  (247)  ―

計  150,405  5,081  7,511  162,997  (247)  162,750

営業費用  139,062  4,193  6,930  150,186  (225)  149,960

営業利益  11,343  887  580  12,811  (22)  12,789

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
            

資産  213,802  1,692  11,623  227,118  65,692  292,810

減価償却費  187  67  203  459  ―  459

減損損失  ―  ―  814  814  ―  814

資本的支出  89  42  245  377  ―  377
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６．役員退職慰労引当金の計上 

 当社及び連結子会社1社の役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、当連結

会計年度より「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に

関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 平成19年4月13日 監査・保証実務委員会報告第42号）を適

用し、当連結会計年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、不動産販売事業における営業費用は25百万円、

仲介事業における営業費用は5百万円、その他事業における営業費用は3百万円それぞれ増加し、不動産販売

事業における営業利益は25百万円、仲介事業における営業利益は5百万円、その他事業における営業利益は3

百万円それぞれ減少しております。 

 なお、上記会計処理の変更は、下半期より適用しております。これは、当下半期において、当社は役員退

職慰労金支給内規の見直しを行い、連結子会社１社が役員退職慰労金支給内規を新設し、当該内規に基づく

支給が将来にわたって存続すると認められる状況にある事に基づくものであり、当中間連結会計期間は従来

の方法によっております。従って当中間連結会計期間は、変更後の方法によった場合に比べ、不動産販売事

業における営業費用は12百万円、仲介事業における営業費用は2百万円、その他事業における営業費用は1百

万円それぞれ少なく、不動産販売事業における営業利益は12百万円、仲介事業における営業利益は2百万

円、その他事業における営業利益は1百万円それぞれ多く計上されております。 

７．資産のセグメントへの配分方法の変更 

 連結子会社1社の共用資産については、従来「その他事業」に配分しておりましたが、不動産販売事業、

仲介事業への影響が増した為、当連結会計年度より各セグメントへの合理的な資産配賦基準を決定し配分し

ております。この変更により、各セグメントへの影響は、不動産販売事業、仲介事業、その他事業の順に、

資産については 127百万円の増加、1,643百万円の増加、1,771百万円の減少、減価償却費については 2百

万円の増加、67百万円の増加、69百万円の減少、また、資本的支出については、1百万円の増加、42百万円

の増加、44百万円の減少となります。 
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は事業内容を勘案して、分類しております。 

２．各事業区分の主な内容 

不動産販売……………中高層住宅および宅地等の分譲 

仲   介……………不動産の売買仲介および賃貸斡旋 

そ の 他……………オフィスビル等の賃貸およびレジャー施設の運営等 

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は50,697百万円であり、

主に連結財務諸表提出会社の現金・預金および投資有価証券であります。 

５. 会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。この変更に

により、従来の方法によった場合に比べて、不動産販売事業における売上総利益、営業利益、経常利益はそ

れぞれ12,650百万円減少し、税金等調整前当期純利益は、14,398百万円減少しております。  

  

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）および当連結会計年度（自 平成20年４月

１日 至 平成21年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）および当連結会計年度（自 平成20年４月

１日 至 平成21年３月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  
不動産販売
事業 
（百万円） 

仲介事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  101,063  3,563  6,800  111,428  －  111,428

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  115  23  139  (139)  －

計  101,063  3,679  6,824  111,567  (139)  111,428

営業費用  124,084  3,683  6,315  134,083  (78)  134,005

営業利益又は営業損失(△)  △23,020  △3  508  △22,515  (61)  △22,577

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
            

資産  202,843  1,619  16,492  220,955  44,947  265,902

減価償却費  178  94  202  474  －  474

資本的支出  597  20  245  864  －  864

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

31



 （注） １株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の

基礎 

※累積型配当優先株式の当期に係る要支払額を含んでおります。  

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．１株当たり純資産額     21円31銭      △36円11銭 

２．１株当たり当期純利益金額         35円76銭           △160円25銭 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 

       18円23銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。 

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額           

当期末純資産額（百万円）  42,057  13,949

普通株主に帰属しない金額（百万円）  38,780  31,318

当期末発行済優先株式総発行価額（百万円）  37,434  31,285

優先株式配当額（百万円）※  1,346  32

普通株式の当期末発行済株式数（千株）  153,803  480,990

            

１株当たり当期純利益金額           

当期純利益金額（百万円）  5,636  △38,438

普通株主に帰属しない金額（百万円）  1,346  32

普通株式に係る当期純利益金額（百万円）  4,290  △38,471

普通株式の期中平均株式数（千株）  119,976  240,067

            

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額           

当期純利益調整額（百万円）  1,346  －

普通株式増加数（千株）  189,189  －

（うち優先株式）（千株）  (189,189)  －
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

平成20年６月19日開催の取締役会において、藤和不動産株

式会社発行の優先株式の取得および消却を下記のとおり実

施することを決議いたしました。 

  
取得および消却の内容 

  

① 取得株式の種類   
藤和不動産株式会社 Ｅ種優先株式

② 取得する株式の総数 10,890,000株

（Ｅ種優先株式の発行済総数に対する割合 87.89％）

③ 株式の取得価額の総額 6,787百万円（上限）

④ 取得予定日 平成20年８月１日

⑤ 消却予定日 平成20年８月１日

 株式交換の効力発生   

三菱地所株式会社と当社は平成21年２月５日開催の

各々の取締役会において、三菱地所株式会社を完全親

会社、当社を完全子会社とする株式交換を行うことを

決議し、株式交換契約書を締結いたしましたが、平成

21年4月30日にその効力が発生し、当社は三菱地所株式

会社の完全子会社となりました。それに伴い、当社の

普通株式は株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に

従い、平成21年4月23日付で上場廃止となりました。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 69,557 44,357

受取手形 － 0

営業未収入金 741 642

販売用不動産 12,576 53,972

仕掛販売用不動産 150,092 117,542

開発用不動産 591 558

前渡金 509 3

前払費用 2,110 3,141

関係会社短期貸付金 9,580 －

未収消費税等 － 2,116

繰延税金資産 6,955 506

その他 2,648 222

貸倒引当金 △3,130 △2

流動資産合計 252,232 223,063

固定資産   

有形固定資産   

建物   

建物（純額） 1,886 2,349

構築物   

構築物（純額） 0 0

機械及び装置   

機械及び装置（純額） 1 0

工具、器具及び備品   

工具、器具及び備品（純額） 157 109

土地 22,004 22,477

有形固定資産合計 24,049 24,938

無形固定資産   

借地権 5 5

ソフトウエア 29 35

その他 42 42

無形固定資産合計 77 82

投資その他の資産   

投資有価証券 141 105

関係会社株式 8,308 5,727

長期貸付金 18 16

従業員長期貸付金 98 86

関係会社長期貸付金 － 9,363

破産更生債権等 139 231

長期前払費用 0 0

差入保証金 3,104 2,926

繰延税金資産 2,998 －

その他 90 1,510

貸倒引当金 △603 △4,423

投資その他の資産合計 14,295 15,544

固定資産合計 38,422 40,566

資産合計 290,655 263,630
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 36,997 32,427

営業未払金 2,035 2,183

短期借入金 111 4,562

1年内返済予定の長期借入金 42,170 81,961

1年内償還予定の社債 10,000 －

コマーシャル・ペーパー 10,000 10,000

未払法人税等 96 76

未払消費税等 352 －

未払費用 2,783 3,387

前受金 1,640 20,638

預り金 9,138 6,605

前受収益 0 0

賞与引当金 456 412

その他 0 482

流動負債合計 115,782 162,737

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 109,916 64,371

預り保証金 1,072 1,042

退職給付引当金 1,321 1,308

役員退職慰労引当金 156 185

その他 1 1

固定負債合計 132,469 86,908

負債合計 248,251 249,645

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,641 27,107

資本剰余金   

資本準備金 5,049 14,515

その他資本剰余金 4,719 －

資本金及び資本準備金減少差益 4,719 －

資本剰余金合計 9,769 14,515

利益剰余金   

利益準備金 352 533

その他利益剰余金 14,673 △28,121

繰越利益剰余金 14,673 △28,121

利益剰余金合計 15,026 △27,588

自己株式 △46 △45

株主資本合計 42,390 13,989

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13 △4

評価・換算差額等合計 13 △4

純資産合計 42,403 13,984

負債純資産合計 290,655 263,630
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収入   

不動産販売高 148,387 97,515

賃貸収入 1,103 1,202

仲介手数料収入 655 763

その他 1,514 1,131

営業収入合計 151,660 100,612

営業原価   

不動産販売原価 118,425 102,279

賃貸費用 1,220 1,341

支払手数料 112 88

その他 235 114

営業原価合計 119,994 103,823

売上総利益又は売上総損失（△） 31,666 △3,211

販売費及び一般管理費   

販売費 16,844 15,928

一般管理費 2,648 2,530

営業利益又は営業損失（△） 12,172 △21,671

営業外収益   

受取利息 354 305

受取配当金 11 1

雑収入 50 57

営業外収益合計 416 365

営業外費用   

支払利息 3,650 3,768

シンジケートローン関連費用 28 629

雑損失 382 622

営業外費用合計 4,061 5,020

経常利益又は経常損失（△） 8,528 △26,326

特別利益   

前期損益修正益 235 －

固定資産売却益 6 －

関係会社株式売却益 － 4,875

貸倒引当金取崩額 10 －

その他の特別利益 6 8

特別利益合計 259 4,883
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

前期損益修正損 0 13

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 9 0

投資有価証券評価損 － 7

関係会社株式評価損 － 1,110

たな卸資産評価損 1,213 1,664

貸倒引当金繰入額 1,117 －

不動産売買契約解除損 － 4,991

過年度役員退職慰労引当金繰入額 131 18

会計処理変更に伴う過年度販売直接費 2,619 －

その他の特別損失 65 31

特別損失合計 5,157 7,837

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 3,629 △29,279

法人税、住民税及び事業税 13 13

法人税等調整額 △2,357 9,456

法人税等合計 △2,343 9,469

当期純利益又は当期純損失（△） 5,973 △38,749
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,641 17,641

当期変動額   

新株の発行 4,999 9,465

当期変動額合計 4,999 9,465

当期末残高 17,641 27,107

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 50 5,049

当期変動額   

新株の発行 4,999 9,465

当期変動額合計 4,999 9,465

当期末残高 5,049 14,515

その他資本剰余金   

資本金及び資本準備金減少差益   

前期末残高 9,449 4,719

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △1

自己株式の消却 △4,730 △4,718

当期変動額合計 △4,730 △4,719

当期末残高 4,719 －

自己株式処分差益   

前期末残高 1 －

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 △1 －

当期変動額合計 △1 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 9,501 9,769

当期変動額   

新株の発行 4,999 9,465

自己株式の処分 △0 △1

自己株式の消却 △4,731 △4,718

当期変動額合計 267 4,746

当期末残高 9,769 14,515

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 154 352
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

利益準備金繰入 197 180

当期変動額合計 197 180

当期末残高 352 533

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 10,874 14,673

当期変動額   

剰余金の配当 △1,976 △1,807

利益準備金繰入 △197 △180

自己株式の処分 － △1

自己株式の消却 － △2,055

当期純利益又は当期純損失（△） 5,973 △38,749

当期変動額合計 3,799 △42,795

当期末残高 14,673 △28,121

利益剰余金合計   

前期末残高 11,029 15,026

当期変動額   

剰余金の配当 △1,976 △1,807

利益準備金繰入 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 5,973 △38,749

自己株式の処分 － △1

自己株式の消却 － △2,055

当期変動額合計 3,996 △42,614

当期末残高 15,026 △27,588

自己株式   

前期末残高 △40 △46

当期変動額   

自己株式の取得 △4,740 △6,776

自己株式の処分 2 3

自己株式の消却 4,731 6,774

当期変動額合計 △6 1

当期末残高 △46 △45

株主資本合計   

前期末残高 33,131 42,390

当期変動額   

新株の発行 9,999 18,931

剰余金の配当 △1,976 △1,807

当期純利益又は当期純損失（△） 5,973 △38,749

自己株式の取得 △4,740 △6,776
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式の処分 1 1

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 9,258 △28,400

当期末残高 42,390 13,989

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 55 13

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41 △18

当期変動額合計 △41 △18

当期末残高 13 △4

評価・換算差額等合計   

前期末残高 55 13

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41 △18

当期変動額合計 △41 △18

当期末残高 13 △4

純資産合計   

前期末残高 33,187 42,403

当期変動額   

新株の発行 9,999 18,931

剰余金の配当 △1,976 △1,807

当期純利益又は当期純損失（△） 5,973 △38,749

自己株式の取得 △4,740 △6,776

自己株式の処分 1 1

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41 △18

当期変動額合計 9,216 △28,419

当期末残高 42,403 13,984
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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(1）役員の異動 

  該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

６．その他
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